
戦後その精神風景・死   ＊読めればいい単語 
 
p. 1 
	 封切り ふうぎり  a release, a first run, a premiere 
	 井戸  いど   a well 
	 記憶  きおく   memory 
	 あやまって    by mistake 
	 （を）徹して てっして  throughout ~ 
知恵  ちえ   wisdom 
（を）費やす ついやす  （時間や金を）使う (to spend) 

	 感動をおぼえる	 かんどうを…  to be moved 
	 実話  じつわ   実際にあった話 (true story) 
	 手法  しゅほう  a technique, a style, a method 
＊玉砕（する） ぎょくさい  die (in a battle) rather than surrender 
自決（する）	 じけつ   自殺 (self-destruction) 
報道（する） ほうどう  report, coverage 

	 焼け跡 やけあと  the ruins of a fire, a place burnt down by a (recent) fire 
	 さま     様子, looks 
	 目の当たりにする   
  まのあたりにする 目の前で直接見る	 (witness ) 
	 帰属（する） きぞく   属する (attribute to~) 
代えがたい かえがたい  他の物に代えることができないほど大切な  
                 (not replaceable) 

	 境  さかい   border, boundary 
	 もろもろの    various 
	 価値観 かちかん  one’s sense of value 
	 市井  しせい   町	 (town) 
共同体 きょうどうたい  community 
美談  びだん   a story about an admirable (a laudable) exploit 

	 （に）先行する	 せんこう  precede 
	 建前  たてまえ  表面的な主義や方針	 (one’s public stance) 
	 反動  はんどう  reaction, 何かに反対したり抵抗したりする行動 
	 かけがえのない   irreplaceable, invaliable 
	 神格化 しんかくか  deification 
＊群棲動物 ぐんせいどうぶつ gregarious animals, social animal 
	 偽善  ぎぜん   hypocrisy 
＊美辞麗句 びじれいく  euphuism, flowery words 



	 とらえる    理解する (apprehend/capture) 
	 矛盾（する） むじゅん  contradiction 
	 かかえこむ    have something as a problem; take upon oneself 
＊衝撃  しょうげき  shock, impact, 驚き 
	 ゆきつく    到着する (arrive, land at) 
＊畏敬(の念) いけい(のねん)  (a sense; feeling of ) awe 
	 枯れる かれる   wither, die, be blasted, mature (with age) 
	 （が）散る ちる   fall, scatter, disperse, break up, be dispelled 
	 たとえ    simile, metaphor 
	 対立（する） たいりつ  confrontation 
	 同化（する） どうか   assimilation, adaptation 
 
p. 2 
	 無常  むじょう  transience 
	 核  かく   core 
	 （が）崩れる くずれる  collapse 
	 （を）避ける さける   avoid 
	 魔術  まじゅつ  magic 
	 延長（する） えんちょう  extension 
	 （を）うながす   urge, press 
	 不可避（な） ふかひ   inevitable, unavoidable 
	 覚悟（する） かくご   readiness, preparedness, 何かよくないことを受け入れる 
     ための心の準備をすること 
	 永遠  えいえん  eternity, perpetuity 
＊逝く  いく   to pass away（「死ぬ」の書き言葉） 
	 転生  てんせい  reincarnation,他のものに生まれ変わること 
＊極楽浄土 ごくらくじょうど paradise（仏教用語） 
	 幻想  げんそう  illusion 
	 （に）すがる    cling to, hold on to, lean on 
	 （を）見きわめる   see through, discern, probe to the bottom 
	 故  ゆえ   ～のために、～の理由で (hence) 
	 （の）ふりをする   pretend 
	 如く  ごとく   ように（書き言葉）(likewise) 
	 衛生  えいせい  sanitation, hygiene 
	 処理（する） しょり   handle, take care, （問題や仕事を）取り扱うこと、 
     片付けること 
	 保育園 ほいくえん  a nursery, a pre-school 



	 （を）飼う かう   keep (animals) 
＊残酷  ざんこく  cruel 
	 （を）埋める うめる   bury 
	 結末  けつまつ  ある事件や話の終わり、結果 (ending) 
	 昆虫  こんちゅう  insects 
	 清潔  せいけつ  clean 
	 華やか はなやか  showy, fine, bright, splendid, gaudy, gorgeous,  
     Spectacular, florid, flowery 
	 事務的 じむてき  businesslike, practical 
	 劇画  げきが   a comic with a realistic narrative (appealing to adult 
     readers) 
	 わいせつ    obscene, indecent, lascivious, impute, wanton, prurient, 
     Scabrous, salacious, nasty, filthy 
	 なまなましさ    fresh, vivid 
	 （を）おおいかくす   cover, conceal, mask (a fact) 
	 あらわ（な）    very open 
	 盾  たて   a shield 
	 刺激（する） しげき   a stimulus, an impetus, an impulse 
	 （に）なり下がる	 なりさがる  be reduced to (beggary, a lower position) 
	 （を）受容する	 	 じゅようする accept, 受け入れる 
	 （を）まっとうする   complete, 最後まで何かをやり通す 
	 魂  たましい  soul 
	 有機体 ゆうきたい  an organism, organic matter 
	 孤独な こどくな  さびしい、ひとりだけの (solitary) 
（を）支える ささえる  support 
（が）成立する せいりつする  be established 
	 養分  ようぶん  nutrition, 栄養 
	 契機  けいき   an opportunity, a chance 
	 全体主義 ぜんたいしゅぎ  totalitarianism, 個人より全体を大切にする考え方 
	 果たして～か	 はたして  一体～か？	 （質問を強調する時に使う）(Will~actually~?) 


